
床仕上げ材

床暖房パネル

温水配管

熱源機

屋外に設置した熱源
機で沸かしたお湯を
温水配管でお部屋に
送ります。

床仕上げ材の下に敷い
ている床暖房パネルに
組み込まれた温水樹脂
管の中を約60℃のお湯
が通り、その熱によって
お部屋が暖まります。
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ふく射

伝 導

対 流

現在の
床材をはがす
必要なし！

床をはがさず上から
貼るだけのスピード施工！

カンタン
施 工

AKIGAS通信

第8号

※料理教室、又はすうどくなどにご応募いただきましたみ
　なさまの個人情報は適切にお取扱いさせていただき、
　その目的以外には利用いたしません。

※次号の発行は12月となります。

■発行・編集／2008年10月  昭島ガス

〒196-0031 東京都昭島市福島町1000番地
TEL.042-546-8811
FAX.042-546-6196
URL.http://www.akishimagas.co.jp

from thousand
フロム サウザンド

０８-１０-３００００

A賞 クオカード（３,０００円） ５名様
B賞 クオカード（１,０００円） １５名様

正解者の中から抽選で、クオカードプレゼント

問題 ３つの　（　　　）それぞれの数字は
いくつでしょうか？

A B C

■応募方法
　ハガキに ①郵便番号、住所 ②氏名
 ③電話番号 ④答え
　  をご記入の上ご応募ください。

■宛　　先 〒１９６-００３１ 昭島市福島町１０００番地
 昭島ガス「すうどく」係

■締  切  り １１月７日（金）当日消印有効
※正解者多数の場合は抽選とさせていただきます。
　当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
　なお、第７号のすうどくの解答は第９号にて発表いたします。

A B C

すうどくとは９×９のマスの中に、
１から９までの数字を入れていく
パズルです。ただし、守らなけれ
ばいけないルールは次の三つ。

活動記活動記 市の総合防災訓練
 ２００８年８月３１日（日）

昭島市の総合防災訓練が８月３１
日（日）に共成小学校で行われ、大規模

な直下型地震により、ガス管等に亀裂が生
じたとの想定により、当社もガス漏れ緊急修理

訓練に参加しました。昭島ガスが道路に敷設しているガス管の延
長数は、平成１９年１２月末現在１７９,９６３mとなっておりますが、そ
の保安対策として、経年で腐食の恐れのある管（亜鉛メッキ鋼管）
を、腐食や地震に強いポリエチレン管に計画的に取替えております。

●タテの各列で同じ数字を使わない。
●ヨコの各行で同じ数字を使わない。
●太い枠線で囲まれた９つの３×３のマス目の中では同じ数字を使わない。

す ど くう

「ウィズガス～笑顔でエコな生活応援祭～」開催

年越しそば料理教室募集のお知らせ！

編集
後記

９月１日は防災の日でしたね。弊社においても防災訓練

を行いました。大きな地震が発生したことを想定し、ガス

漏れなどの処置、対応訓練を実施しました。いざという時、

的確な処置、迅速な対応が求められます。多摩地域でもいずれは大

きな地震がくるといわれています。みなさまの家庭での防災対策は

いかがでしょうか。今回は、防災意識を見直す良い機会となりました。

ここが、ガス温水床暖房の人気の　　　です。ここが、ガス温水床暖房の人気の　　　です。ヒミツヒミツ

●今お使いの床をはがさずに上
から貼っていくので、工期は
最短1～3日でOKです。

●床がきれいになって、冬には快
適な暖房が楽しめます。古くなっ
たフローリングの貼り替えをお
考えの方にもおすすめです。

ガス温水床暖房は、なぜ暖かい？
《既築用》

※戸建住宅用フローリング仕上げ・８畳
　程度のプランの場合

床面全体からのふく射熱（遠赤外線）と伝導や対流によって
暖かさが伝わります。熱は壁や天井に一度吸収され、再びふ
く射されます。だから室内の温度ムラがなく、均一に暖かく
なり快適です。

熱線（赤外線）が空間
を通して直接暖める。ふく射

物体の中を熱が移動
する。伝 導

気体や液体の循環に
よって熱が移動する。対 流

熱の伝わり方には、
３つの方法があります。

ガス漏れ緊急訓練に参加

※ポリエチレン管は、腐食がなく耐久性に優れており、阪神淡
　路大震災においても被害は発生しておりません。

昭島ガスへのお電話はダイレクトインをご利用ください

●ガス使用開始又は中止並びにガス料金に関するお問い合せ 料金担当：０４２-５４６-１１１６
●ガス機器に係るお問い合せ（新規購入・買い替え・修理等） お客様サービス担当：０４２-５４６-８８１１
●ガス工事（宅内工事）に関するお問い合せ 設備担当：０４２-５４６-１０４２
●導管照会・他工事に関するお問い合せ 供給担当：０４２-５４６-２０４２
●保安検査に関するお問い合せ 保安推進担当：０４２-５４６-１２２９
●新規ガス需要に関するお問い合せ 需要開発担当：０４２-５４６-１１１９

◎緊急時の電話番号：０４２-５４６-１１１１

昭島ガスでは、お客さまからのお
問い合せ等に迅速に対応させてい
ただくため、お取扱い内容に対応
する担当部門への直通電話を設
置しております。お客さまには、お
取扱い内容により右記直通電話番
号へご連絡くださいますようお願
いいたします。
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〈お知ら
せ〉

〈開催〉

■作り方

①　鍋に油を入れ１８０℃に設定
しておく。

②　春巻きの皮に半分カットした
ベーコン、チーズ、しめじ、温泉卵
の順に重ねる。その上に塩、コショ
ウをふり、巻いていく。

③　①の鍋に②を入れて３～４分
揚げる。（うっすらきつね色にな
ればOK）
揚げ過ぎると、卵に火が通ってし
まうので揚げ過ぎないこと。

④　斜め半分に切って器に盛れ
ば出来上がり。

■材料（４人分）
温泉卵………………………４個
スライスベーコン……………４枚
スライスチーズ………………４枚
しめじ…………………１/４パック
春巻きの皮…………………４枚
塩・コショウ…………………少々
サラダ油（あげ物用）……５００cc

揚げものキー １８０℃

逸品レシピ逸品レシピ

▲作り方②
手前から順に折りたたむ

▲作り方②
次に左右を折りたたんで巻く

うま！ラク
温泉卵とキノコチーズの揚巻
チーズと温泉卵が好相性。 1人分 約640kcal

調理時間

20
分

記載されている調味料の分量、設定温度、
調理時間は目安です。食材の大きさや種類、
調理道具によって異なる場合があります。

Point!

湯沸かし機能を使うと、
簡単に温泉卵が作れて、便利です！
１８cmの鍋に、水：１リットルを入れて沸
騰させ、火をとめてから常温の卵を入れ
て、８分間待つ。その後水につけて冷や
せば出来上がり。

１１月８日（土）・
 ９日（日）
１１月８日（土）・
 ９日（日）

１０月２５日（土）１０時～１６時１０月２５日（土）１０時～１６時

お手軽おそば作り教室お手軽おそば作り教室

《当日の予定》調理実演・器具販売
《会　  場》昭島市民会館にて
《時　  間》１０時～１６時

市販の温泉卵より
トロトロ感が楽しめます！

最新ガス機器多
数展示、目玉商品
を特価にてご用意
いたしております。

AKIGAS体験館　料理教室参加者募集AKIGAS体験館　料理教室参加者募集

日　　時 １２月２３日（火）　午前コース：１０時～１３時　午後コース：１４時～１７時
募集人員 各コース：８名
募集方法 はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号（日中の連絡先）、参加希望コースをご記入
 の上ご応募ください。
 ※はがき１枚につき１名様（１回分）のご応募でお願いいたします。 ※応募者ご本人様が参加してください。

費　　用 １,５００円（１回）
締　　切 １１月１４日（金）　＊当日消印有効　＊応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
 抽選の結果は、締切日より１週間以内にはがき、又は電話にてご連絡いたします。

宛　　先 〒１９６-００３１ 昭島市福島町１０００番地 昭島ガス「料理教室」係
問合せ先 営業企画担当　中村　０４２-５４６-８８１１

地場野菜の販売コーナー、軽食コーナー、大ビンゴ
大会など楽しいイベント盛りだくさん、皆さんお誘い
あわせの上ご来場ください。
詳しくは後日、ご案内するイベントチラシをご覧くだ
さい。

一般家庭用
器具
３５％OFF

それいけ
アンパンマン
ショー

ウィズガス
～笑顔でエコな生活応援祭～
《日時》

《場所》昭島ガス構内

昭島ガス体験館
器具リニューアル
昭島ガス体験館
器具リニューアル

法制化に伴ない、昭島ガス体験館のビルドインコンロ・テーブル
コンロの交換をしましたのでご紹介します。

￥176,400（税込み）
PD-KN52WV-75CJ
ビルドインコンロ パロマ

希望小売価格

￥104,790（税込み）
PA-KN307WG
テーブルコンロ パロマ

希望小売価格

￥65,940（税込み）
LW2244TFASG
テーブルコンロ ハーマン

希望小売価格

国の基準の大きな流れ

2008年10月から全口安心センサー設置が法制化。

国の定める基準にさらに厳しい条件をプラスして
安全性の高さを訴えていきます。

昭島ガス体験館のビルドインコンロ・テーブルコンロの全てが となりました。

昭島市産業祭に
　　   参加します

Position where fire alert for your house is installed
住宅用火災警報器の取付位置

昭島ガスでは、住宅用火災警報器のご利用についてお得な「リースパック」をご用意しております。

僅かな金額で、大きな安心を。詳しくは下記までお問い合わせください。

煙式警報器（壁面取付の場合） 煙式警報器（天井取付の場合） 熱式警報器（壁面取付の場合） 煙式警報器（天井取付の場合） 煙式・熱式警報器（壁面取付の場合）

感知部の中心が天井
から１５cm以上５０cm
以内になるように設置
して下さい。

壁や梁などから６０cm
以上離して下さい。

60cm以上

60cm以上

15cm以上
50cm以内

感知部の中心が天井
から１５cm以上５０cm
以内になるように設置
して下さい。

エアコン等の吹出口があ
る場合は、吹出口から１５０
cm以上離して下さい。

15cm以上
50cm以内

壁や梁などから４０cm
以上離して下さい。

40cm以上

40cm以上

150cm以上

※天井に設置する場合も同様に
　150cm以上離して下さい。

火災の被害を防ぐためには、日頃の備えが大切です。

2008年6月2日に改正消防法の公布、10月1日に東京都の
改正火災予防条例の施行など、住宅火災の犠牲者を減らす
事を目的とした住宅用火災警報器の設置義務の法制度化が
進展しています。

昭島ガスとしては、お台所には「火災／ガス漏れ複合型警報
器（火災は熱感知）、寝室、居室、階段などには「住宅用火災警
報器（火災は煙感知）」の設置をおすすめしています。

東京都では住宅火災によ
る犠牲者を減らすために
住宅用火災警報器の設置
が義務化されました。
（新築／改築は義務化。既築住宅
は努力義務。）

出火元から遠い部屋でも
早期感知で安心。

住宅用火災警報器（煙感知）
がおすすめです。

早期感知できれば
高齢者の避難も安全。

住宅用火災警報器（煙感知）
がおすすめです。

　煙の通り道となる階段。
住宅用火災警報器（煙感知）

がおすすめです。
就寝中の火災でも
逃げ遅れを防止。

住宅用火災警報器（煙感知）
がおすすめです。

台所には「火災（熱感知）」
「ガス漏れ」「一酸化炭素（CO）」の
一台三役。火災・ガス漏れ複合型警

報器がおすすめです。

１台だと ２００円／月  ２台だと… ３８０円／月 ２０円おトク！
３台だと… ５６０円／月 ４０円おトク！ ４台だと… ７２０円／月 ８０円おトク！

昭島ガス 保安担当：０４２-５４６-１２２９ まで

新築／改築の
予定のある方へ
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